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WMF業務用コーヒーマシン

WMFグループは、世界市場で完全自動業務用コーヒー
マシンの業界を牽引するリーダーです。長い成功の歴
史を持つ信頼性の高いブランドとして、当社はコーヒ
ーの品質、信頼性の高いソリューション、独自の総合的
なサービスを融合させて、一貫した質の高い体験を提
供するという明確な使命を掲げています。

1927年から続く品質と信頼性が織りなす傑作

WMF業務用 
コーヒーマシン

フルサービスパッケージを提供する 
ファイナンスリース ソリューション

WMF業務用コーヒーマシン

WMFは操業1853年。南ドイツのガイ
スリンゲンという町の、元々は金属製
品を扱う企業でした。1927年に、初の
業務用コーヒーマシン生産メーカー
に発展。現在は、「made in Germay」が
表す通り、長年の経験に裏打ちされ
る卓越した製造技術を誇る世界的な
ブランドにまで成長しました。WMFは

「Designed to perform」―「パフォー
マンス重視の設計」を掲げ、他に並ぶ
もののない優れた操作性と信頼性を
兼ね備えた完全自動コーヒースペシ
ャルティマシン、フィルター専用コー
ヒーマシン、自動ポータフィルターマ
シンを提供しています。それぞれの
モジュラー設計と先進的技術を備え
たソリューションで、今後のトレンド
変化に対応できるカスタマイズ性が

特長です。WMFのデジタルソリューシ
ョンは、IoTと先進的クラウドプラット
フォームを活用しており、消耗品や運
転・サービスデータを監視すること
によってさらに効率的なメンテナン
スを可能にしています。お客様に好
まれる飲料をベースに、いつでも特
別なプロモーションを場所を選ばす
リモートで組むこともできます。WMF
のグローバルサービスオファーで品
質の向上に全力で取り組んでおり、
ニーズや設置先レイアウト、利用客
の味の好みに合わせたカスタマイ
ズやコーヒーマシン設置時の際に
は、WMFの技術者がお手伝いいたし
ます。ビジネスを中断させることのな
い、信頼性の高い正規部品をすぐに
ご用意いたします。

WMFでは、安心して売上と販売機会
を増やせるよう、予算も考慮した革新
的なビジネス設計をサポートしてお
ります。そこで、予算の制約や現金借
入を心配することなく、業務用コーヒ
ーマシンをお求めいただけるファイ
ナンスリース ソリューションを用意い
たしました。通常のコーヒーマシンと
同様に、リースでご提供するコーヒー
マシンもご予算に応じたカスタマイ
ズが可能です。料金体系とお支払い
方法もご相談に応じます。ファイナン
スリース ソリューションを利用すれ
ば、競合他社に対抗できるサービス

を確実に備えられます。マシンの償却
費用を気にすることなく、古くなった
マシンを最新式に切り換えられるの
で、お客様には引き続き上質のコー
ヒーを提供することが可能です。リー
スでご提供するコーヒーマシンをお
選びになることで、さらにはその他の
設備投資等に必要な現金を確保して
おくことができます。また、月々のお支
払いは経費の対象となるので、節税
効果もあります。そして、ファイナンス
リース ソリューションをお選びにな
れば、メンテナンスサービスのフルパ
ッケージをご利用になれます。
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製品ラインナップ

完全自動エスプレッソコーヒーマシン

完全自動フィルターコーヒーマシン

WMF業務用コーヒーマシン

WMF 1100 S

WMF 1500 S+

WMF 1500 S Classic

WMF 9000 S+ WMF 5000 S+

製品ラインナップ
豊富な選択肢

WMF 9000 F WMF 1200 F
（内蔵タンク式）

WMF 9000 F
（外付けタンク式）

何杯も大量にコーヒーを淹れてな
おかつ素早く供給しなければなら
ない場合にまさにぴったりのパー
トナーです。

味に厳しいお客様に何杯も大
量にかつ素早くコーヒーを提
供する必要がある場合に理想
のソリューション。セルフサー
ビスの環境にも最適です。

品質と信頼性に定評のあるコ
ーヒーマシンが必要なところ
ならどこでも、味わい深い淹
れたてのフィルターコーヒー
をご用意いたします。

WMF最上位機種のモデルが創
意に富んだメニューから他では
真似できない美味しいコーヒー
スペシャルティを素早くきちんと
お淹れいたします。

エレガントなデザインに高性能な
機能と革新的技術を兼ね備えた
モデル。どんな環境でも手軽に、
幅広い選択肢の中から常に美味
しい上質のコーヒーを素早く忠
実にお淹れいたします。

上質の挽き立てコーヒーを提供する機能がそろ
った、特に導入始めに適したモデル。ボタンをタ
ッチするだけで、バラエティー豊富なコーヒー
スペシャルティを淹れられます。コンパクト設計
で、スペースの限られた場所にぴったりです。

豊富なバラエティーのコ
ーヒースペシャルティで、
多様な味の好みにも応え
なければならないビジネ
スに融通が利くソリュー
ション。

上質の挽き立てコーヒーを提供するベ
ーシックモデル。場所をとらないスリム
な設計になっており、コストパフォーマ
ンスと信頼性に優れ、ユーザーフレンド
リーで使いやすいのも特長です。 

自動ポータフィルターコーヒーマシン

WMF espresso

ボタンをタッチするだけでい
つでも美味しいエスプレッソ
を淹れられます。伝統的なポー
タフィルターのマシンを彷彿と
させるデザインが特長です。
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WMF業務用コーヒーマシン

革新には資金面の考慮も重要です。そこで、WMFはビ
ジネスのニーズに応え、売上と販売機会を増やせるフ
ァイナンスリース ソリューションをご案内いたします。

ファイナンスリース 
ソリューション

リース ソリューションなら 
すぐに販売機会を増やせます 

ファイナンスリース ソリューション

もうビジネスの可能性を制限することはありま
せん。究極のコーヒーソリューションを手に入
れて、WMFのイノベーションを存分にご利用く
ださい。

WMFのファイナンスリース ソリューションなら、
関連サービスを含んだコーヒーマシン調達の投
資に対応します。ビジネスの拡大に必要なもの
すべてが、定額の定期お支払いで手に入ります。

リースであれば、自動販売機を効率良く管理で
きます。旧式のものを最新式に切り替えやすい
点も魅力です。

定期でお支払いいただく費用は経費扱いのた
め、節税につながります。営業費用として計上で
きるので、短期課税所得を抑える効果がありま
す。

資本調達による取引では、投資の回収に何年も
時間がかかります。リースを活用する方法であ
れば、その回収を早められ、さらに支払いに勝
る利益を得られます。

ご要望に応じて、コーヒーマシンの保持、増強、
アップグレード、返却にご対応いたしますので、
メンテナンス費用を抑えられ、故障による休止
の可能性を減らせます。これが常に定額の定期
支払プランでご利用いただけます。

リースなら、古くなったコーヒーマシンを最新式
のコーヒーマシンに交換しやすく、お客様には
常に最新技術で淹れたコーヒーをお楽しみい
ただけます。

ファイナンスリース ソリューションは、契約の期間
中、定期で計画しやすいお手頃な支払いプランを
ご提案しております。ご契約者様は、キャッシュフ
ローを予測しやすくなり、さらに賢いビジネス決
定を行うことができます。

リースでご提供するコーヒーマシンなら、予算
に応じた投資の返済が可能です。 

一括支払いでコーヒーマシンを購入したり、元
を取るために何年もかけるのはなぜでしょう
か？リースなら、計画的にビジネスを成長させら
るよう、他の戦略活動に資金を回すことも可能
です。

1. 6.

7.

10.

8.

9.4.

5.

2.

3.

予算の制約による妥協はもう不要 すべてが定額のお支払い

費用対効果の高いアップグレード

節税効果

投資の回収を早められる

柔軟な対応を可能にする期間契
約オプション

常に最新技術を備える

より一層計画的なビジネス設計を
実現

オーダーメイド型のソリューシ
ョンを選択

ほかの投資目的に、資金を確保

ファイナンスリース ソリューションがビジネスの拡大をサポートする10の根拠
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WMF業務用コーヒーマシン

詳細につきましては、ご契約のリース会社の契約条件をご確認ください。

メリット
ファイナンスリース ソリューションで 

ビジネスを拡大

ファイナンスリース ソリュー
ションは、業務用コーヒーマ
シン、カスタマーサービス、
デジタルソリューションとい
うWMFが提供するすべての
コーヒーエクスペリエンス
を備えています。 

予算やニーズに応じ、また、
月や四半期といった異なる
期間での支払いに対応いた
します。

リースを上手く活用すれば、
本当に必要なものに投資を
することが可能です。予算の
制約を受けたり、銀行の与
信枠を使ったりすることはあ
りません。 

すべてを備えられる 柔軟な対応広がる可能性

Japan@seb-professional.com

株式会社SEB Professional（日本） 
〒104-0045 東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス13F

WMFのファイナンスリースについて詳しくは、 
下記宛先にお問い合わせください。



wmf.com

DESIGNED TO PERFORM


